
～アーケットのようす～～参加者・団体紹介～

活動紹介：おもてなし屋で使う食材は森さんが栽培している
　　　　　有機野菜のほか、地元玉川村の生産者から、直接
　　　　　仕入れる良質な野菜です。
　　　　　（下ごしらえもあるので、2～3日前まで要予約）
　　　　　営業時間／11:00～ 18:00
住所：石川郡玉川村大字吉字遠下32
お問い合せ：0247ー 57－3823

○ おもてなし屋 森農園（農家レストラン）

～アーケットのようす～～アンケート～

○ 男女構成
　・男性０名　・女性１１名

　○ 年齢構成　
　　・10代　 　　0名
　　・20代　　　 ２名
　　・30代　 　　１名
　　・40代    　　２名
　　・50代　 　　３名
　　・60代 以上   ３名

○ このイベントで楽しみにしていたのは何ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・福島県産野菜などの販売　　　１０件
　・桜の写真展　　　　　　　　　　０件
　・その他　　　　　　　　　　　　２件

○ このイベントをどのように知りましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・まざっせプラザ店頭　　　　　　０件　
　・チラシ　　　　　　　　　　　　３件
　・新聞　　　　　　　　　　　　　２件
　・知人、友人　　　　　　　　　　３件
　・HP、ブログ　　　　　　　　　 ０件
　・その他　　　　　　　　　　　　３件
　　　　　

（アンケート回答数11件）

活動紹介：横田農園オリジナル『甘園房（あまえんぼう）』は、
　　　　　独自の有機質たっぷりの肥料を使用し、真っ赤に熟した
　　　　　甘みと酸味のバランスが良いとてもおいしい苺です。
　　　　　摘みたての味と香りを是非ご賞味ください。
　　　　　営業時間／11:00～ 16:00
　　　　　販売時期／11月～6月　　駐車場／有り
住所：須賀川市日照田字下屋敷４ 
お問い合せ：0248－79－3558

○ 横田農園（苺農園）

活動紹介：須賀川市仁井田地区で『岩瀬きゅうり』を生産
　　　　　している農家さんです。有機肥料使用のため、
　　　　　きゅうりの皮が柔らかく甘いのが特徴です。
　　　　　東北自動車道 須賀川 IC 近くの直売所『はたけ
         　　んぼう』で購入することが出来ます。　　　　　　　　　

○ 根本栄一（きゅうり生産農家） ○ 有限責任事業組合ゆいまある

○ お住まい
　・郡山市内　　　　　９件
　・郡山市以外の県内　１件
　・福島県外　　　　　１件

（敬称略）

○ お子さん達は、現在、お家でどんな遊びをしていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　・ゲーム (DS)　　　　　　　 　　４件
　・読書、絵本　　　　　　　　　　３件
　・おままごと　　　　　　　　　　１件
　・おりがみ　　　　　　　　　　　１件
　・サッカー　　　　　　　　　　　１件
　・自転車乗り　　　　　　　　　　１件
　・ＴＶ、ＤＶＤ　　　　　　　　　  ２件
　・その他（部活動、粘土）　　　　 ２件
　・無回答　　　　　　　　　　　　４件

活動紹介：二本松市で農家の担い手を育てる事業に取り組んで
　　　　　います。休遊農地に加工用のトマトを栽培し、美味
　　　　　しいトマトジュース等を作って販売しています。
　　　　　他にも五穀米やリンゴジュースなど。
　　　　　
住所： 二本松市油井字田向73
お問い合せ：0243ー 53ー 2426　　　　　　　　　　　　

　今回は、まざっせアーケットに
初出店する生産者ばかりでした。
　野菜の収穫が少ない時期ではあ
りますが、今が旬の苺やきゅうり
等を販売していただき、あっとい
う間に完売になりました。
「がんばっぺ　ふくしま！」を開
催し始めてから常に思うことは、
福島県産の農産物を応援したいと
思う人は大勢いるということです。
　今は小さなアーケットですが、
もっと私達が頑張って大きなもの
にしていきたいと思います。　

　今回のまちなかの日は、朝の雨や
一日中の強風にも関わらず大勢の家
族連れの方々がまちなかにいらして
たいへん賑わいました。震災後の放
射能の影響で、子ども達が笑いなが
ら走り回る光景が見られませんでし
たが、この日を待っていたかのよう
に楽しんでいる様子が微笑ましかっ
たです。お仕事体験やアーケットに
ご参加いただいた出店者の方々にも
大変盛り上げていただき、まちなか
から元気を発信していくヒントをい
ただきました。

　「がんばっぺ　ふくしま！」の思い
を込め、第 26 回まざっせアーケット
の販売ブースでお手伝いを担当し、
明るく元気に盛り上げました。
　沢山のお客様にお買い上げ頂けた
ので、良かったと思います。今回、
２回目の参加という事もあり、前回
は見えなかった自分の足りなかった
ところや反省すべき点が多々あった
ので、次回のアーケットではその点
を改善し、更に多くのお客様にご来
場頂き、喜んで頂けるように頑張り
たいと思います。

　今回の第 26 回まざっせアーケッ
トは「春のまちなか親子でおしごと
体験」と同時に開催しました。たく
さんのお客様がまざっせプラザや駅
前大通りに作ったブースで体験や買
い物を楽しんでいただきました。横
田農園さんや根本栄一さんは初めて
アーケットの販売に参加しました。
　試食を行なう等の工夫もあり、大
勢の方に農家さん自慢の苺やきゅう
りを完売することが出来ました。今
回は、体験と物販がお互いに好循環
で行なえたイベントでした。

2011

「がんばっぺ　ふくしま！」
　　～ふくしまの元気発信！うまいもの発見！～

出店者「ゆいまある」の佐藤さんと「がくとくん」の
夢の共演♪　

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年５月１日 (日 )
　　　　　　10:00～ 15:00
まざっせプラザ店舗前
雨のち晴れ 
２２８名

第 26回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット
テーマ
地元の農作物を販売し、農家の皆さんを応援する。
まちなかの子ども達を元気づける。

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

郡山駅前モルティの店内にてのおしごと体験も大盛況
でした。

新聞のスクラップに子ども達は新聞に親しみを持ったよう
です。中高生の参加もありました。

自分の好きな色や写真をチョイスして、簡単に出来ちゃう
ラッピングは大人から子どもまで楽しめました。

まちなかで販売するのが初めてだった生産者も徐々に
慣れて、お客さんとの会話も弾みました。

バルーンアートで、お母さんと刀を作ってみました♪

～アーケットのようす～～イベント内容～

福島県の農産物で作ったジュースの試飲も好評でした。 生産者同士も市町村の枠を超え、情報交換しながら
楽しく販売しました。

須賀川産のイチゴが、まざっせプラザ前に香りました。
真っ赤なイチゴに元気をもらいました。

～アーケットのようす～～アーケットの様子～

○ 農家さん自慢のおいしいもの販売

お宝リポーターオススメの県中12市町村の桜写真の展示紹介

野菜以外にもおこわや、辛子味噌なども販売しました。
アイスプラントなど、珍しい野菜もあり好評でした。

須賀川産の朝採りきゅうりも、あっという間に完売！
みんなが地元の野菜を応援していました。

生産者と消費者の交流の場ともなりました。

○ 「春のまちなか 親子でおしごと体験」
まちなか沿道景観形成賑わいづくり業務（福島県県中建設事務所委託事業）

○ さくらの写真展

～アーケットのようす～～リポーター感想～

～橋本リポーター～ ～齋藤リポーター～ ～次田リポーター～

県中地域産の農産物および農産物加工食品の直売。
農産物生産者が直接、新鮮な野菜を消費者に販売
しました。

プラザ
[ お問い合わせ ]　事務局 /まざっせプラザ　
福島県郡山市大町一丁目 2番 23号　　　　　 
電話：024-925-7745　FAX：024-925-7746
open10:00 ～ close19:00( 火曜日定休）         
E-mail  info@mazasse.com 
ホームページ：「まざっせ」で検索！　　

主 催：特定非営利活動法人 
         まざっせ KORIYAMA

次回の『まざっせアーケット』は…

10:00～15:00
会場：まざっせプラザ

5/15（日）

まざっせプラザでは、毎月第1・3日曜に
『まざっせアーケット」を開催しています。

♪～

♪
～

★須賀川市★ 
『横田農園』

イチゴ

★須賀川市★
『根本栄一さん』

きゅうり

第26回　まざっせアーケット

農家さん自慢！のおいしいもの販売

日55 1月
時間：10時間：10:00 ～ 1500 ～ 15:0000
会場：まざっせプラザ会場：まざっせプラザ
時間：10:00 ～ 15:00
会場：まざっせプラザ

日

地元野菜地元野菜＆特産品販売特産品販売

と
っ
て
も
あ
ま
い
よ
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★玉川村★
『おもてなし森農園』

お餅、おふかし、
行者ニンニクの漬物、

セリ、アイスプラント …

★二本松市★
『ゆいまある』

完熟トマトジュース
  りんごジュース …

～同時開催イベント～

～高橋リポーター～

①べっこうあめを作ってみよう
②八花先生と言の葉
③想いを絵にしてみよう
④写真であそぼ！
⑤ひねってあそぼ♪バルーンアート

⑥郡山おもちゃの病院
⑦ウィークリー宅配体験
⑧新聞のスクラップブックを作ろう！
⑨美味しく揚がるかな？ハリネズミ包
⑩紙折り体験

◆駅前大通りをメインに10ブースで体験が開催されました。


